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吹上高等技術専門校
（☎ 099-296-2050）

訓練科

募集定員 訓練期間

自動車工学科

20 人

２年

機械整備科

10 人

１年

20 人

２年

20 人

２年

20 人

２年

電気設備科（仮称） 20 人

２年

宮之城高等技術専門校
建築工学科
（☎ 0996-53-0207）
姶良高等技術専門校 情報処理科
（☎ 0995-65-2247） メカトロニクス科
鹿屋高等技術専門校
（☎ 0994-44-8674）
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各専門校にお問い合わせ
ください。
※鹿屋高等技術専門校では、
月３日、 日にオープ
ンキャンパスを実施しま
す。詳しくは、お問い合
わせください。
【問い合わせ】
鹿屋高等技術専門校
☎ ０９９４ - ８
- ６７４

29

平成 年度砂利採取業
務主任者試験受験者を
募集

●試験日時＝ 月 日（金）
●試験会場＝県庁
●試験内容＝次の事項に関
する筆記試験
①砂利の採取に関する法令
②砂利の採取に関する技術
的な事項
●受験資格＝どなたでも参
加できます。
●受験料＝８，０００円
●応募期間＝９月 日（火）
～ 月 日（水）
※応募方法など、詳しくは、
お問い合わせください。
【問い合わせ・応募先】
鹿児島県商工政策課
☎ ０９９ ２
- ８６ ２
- ９２５
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ファミリー・サポート・センターとは、育児又は家事の援助を受けたい人と、援助を行いたい人が会員になり、
会員同士が育児等に関する相互援助活動を行う組織です。年間を通して会員を募集しています。ぜひ、ご応募く
ださい。
●鹿屋市ファミリー・サポート・センターのしくみ

利用会員
援助依

頼申込
み
サポー
ト会員
の紹介
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利用料金の支払い

鹿屋市ファミリー・
サポート・センター

サポート会員
頼
援助依
書提出
動報告
活
助
援

●援助活動の主な内容
育児支援＝次のときなどに子どもを預かります。
○保育施設等までの送迎時
○学校の放課後又は学童保育終了後
○子どもが軽度の病気の場合
○冠婚葬祭又は他の子どもの学校行事
○買い物等外出時 など
※子どもを預かる場所は原則として「サポート会員」
の家で行い、宿泊を伴う援助は受けられません。
家事支援＝産前産後の会員に対して行います。
○掃除、洗濯、買い物など、家事の援助
●応募方法＝電話でご応募ください。
【問い合わせ・応募先】
鹿屋市ファミリー・サポート・センター
（市社会福祉協議会内） ☎ 0994-44-2277
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打ち合わせ・サービスの提供

●応募資格
○利用会員＝市内に居住し、原則として小学生（障
害のある子どもは 18 歳）までの子どもを養育し
ている人で子育ての手伝いがほしい人
※市外から市内に通勤する人や妊娠中の人も会員
になれます。
○サポート会員＝市内に居住し、心身ともに健康
で子育て支援に意欲のある 20 歳以上の人
○両方会員＝利用会員、サポート会員をかねる人
◆センターの実施する講習会を受講する必要があり
ます。
◆入会金・年会費は無料です。
●報酬＝利用会員は、サポート会員の援助活動に対
して報酬を支払います。
平日＝ 600 円／時間
土・日・祝日・夜間＝ 700 円／時間
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の９時～ 時
※土・日・祝日を除く
※職場実習２か月を含む
●訓練場所＝鹿屋ビジネス
専門学校
●受講料＝無料
※ た だ し、 テ キ ス ト 代 が
１０，０００円程度必要
●応募資格＝ 歳未満の求
職者（雇用保険受給資格
の有無は問わない）
●定員＝ 人
●選考日＝ 月 日（火）
●応募方法＝応募用紙に必
要事項を記入のうえ、直
接ハローワークかのやに
提出してください。
※応募用紙はハローワーク
かのやにあります。
●応募期限＝ 月 日（火）
【問い合わせ】
雇用・能力開発機構鹿児
島センター
☎ ０９９ ２- ５４ ３- ７７３

ファミリー・サポート・センター会員を募集

○中・高等部の対象者＝体
鹿屋養護学校見学会
験学習又は校内見学
（体験学習）の参加者
●応募方法＝申込用紙に必
を募集
家庭での教育や養育のあ
要事項を記入のうえ、直
り方、就学などについての
接持参又はＦＡＸでご応
悩みを解消していただくた
募ください。
めに、学校見学会（体験学
※申込用紙は、鹿屋養護学
習）の参加者を募集します。
校事務室にあるほか、電
●日時＝ 月６日（木）
話でも請求できます。ま
９時～ 時
た、鹿屋養護学校ホーム
※教育相談を希望の場合は、
ページからもダウンロー
時 分～ 時 分
ドできます。
●対象者＝幼児及び小・中
●応募期限＝ 月 日（金）
学校に在籍している次の
※この見学会は、特別支援
ような児童・生徒
学校への就学を勧めるも
○発達に遅れがあると思わ
のではありません。
れる子ども
【問い合わせ・応募先】
○情緒が不安定であると感
鹿屋養護学校
じられる子ども
☎０９９４ - ５
- １０９
○人とのかかわりが少ない
０９９４ - ５
- ２３９
と感じられる子ども
○言葉が遅れていると思わ
若年者のための職業訓
れる子ども
練の受講生を募集
○身体の動きに不自由のあ
ワード・エクセル・パワー
る子ども など
ポイント・ホームページ作
※保護者や担任の先生、特
成や、ビジネスマナー・コ
別支援学校の教育に関心
ミュニケーション能力を学
のある人も参加できま
習する講座の参加者を募集
す。また、保護者のみの
します。
見学も受け付けます。
●訓練科＝ビジネスパソコ
●内容
ン実践科２
○小学部の対象者＝校内見
●訓練期間＝ 月 日（木）
学
～平成 年３月 日（金）
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11

校名（電話番号）

●募集対象校一覧
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平成 年度県立高等技
術専門校の訓練生を募
集

●応募資格＝高等学校卒業
（見込者を含む）若しく
は同等以上の学力を有す
ると認められる者
●選考日＝ 月 日（月）
●選考場所＝入校を希望す
る高等技術専門校
●応募期間＝ 月６日（月）
～ 日（金）
※ 日の消印まで有効
●合格発表＝ 月 日（金）
※応募方法など、詳しくは、
24

No.066

20

16

35

「ばら」と「海」第６回サンロードウォーク in かのや参加者を募集
どなたでも気軽に参加できるウォーキング大会の参加者を募集し
ます。家族・友人・仲間同士で、ばらと潮騒の奏でるさわやかな秋
を体感しませんか。
●日時＝ 11 月２日（日）９時 30 分スタート ※雨天決行
受付：８時～ 開会式：９時～
お楽しみ抽選会：12 時 30 分～
●会場＝霧島ヶ丘公園周辺
●コース
○チャレンジ 11 ㎞コース＝霧島ヶ丘公園 → サンロード→
浜田海岸→横尾岳入口→
霧島ヶ丘公園ゴール
○ファミリー ５ ㎞コース＝霧島ヶ丘公園周辺特設コース
●対象者＝どなたでも参加できます。
●参加料
○かのや健康・スポーツクラブ会員＝ 500 円（参加賞ほか）
○一般＝ 1,000 円（参加賞、保険料ほか）
※参加取り消しの場合でも、参加料の払い戻しは行いません。

●応募方法＝申込書に必要事項を記入のうえ、
平日の９時〜 17 時までに、参加料を直接
持参してご応募ください。
※申込書設置場所は、お問い合わせください。
※申込書は、かのや健康・スポーツクラブホー
ムページからもダウンロードできます。
●応募期限＝ 10 月 27 日（月）

【問い合わせ・応募先】NPO 法人かのや健康・スポーツクラブ事務局（リナシティかのや３階） ☎ 0994-41-9903



